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令和２年度第１回小平市情報公開・個人情報 

保護審議会会議録（要録） 

（通算第４８回） 

 

１ 開催日時 令和２年５月８日（金曜日）午後５時から午後６時１０分まで 

 

２ 開催場所 市役所３階 庁議室 

 

３ 出 席 者   

(1) 委員 昼間守仁委員、大川強委員、原田美知子委員、浅野薫委員、佐々木佳代子委

員、清水春樹委員、村田明美委員 

(2) 事務局 原課長、川瀨係長、榎本主事（総務課） 

(3) 関係課 相沢課長、西原係長（政策課）、赤坂課長（特別定額給付金担当） 

      石野課長、鈴木係長、尾澤主事（子育て支援課） 

 

４ 傍 聴 者 なし（新型コロナウイルスの感染予防のため、傍聴は行わなかった。） 

 

５ 会 次 第  

(1) 議事 

 ① 会長及び副会長の選出 

② 特別定額給付金給付事業における個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用

等について（諮問） 

③ 子育て世帯への臨時特別給付金事業における個人情報の本人以外からの収集及び

目的外利用について（諮問） 

(2) その他 

 

６ 内容（要録）   

(1) 特別定額給付金給付事業における個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用等

について（諮問） 

会長 議事の１番目「特別定額給付金給付事業における個人情報の本人以外からの

収集及び目的外利用等について」の諮問です。それでは、諮問内容について、担当

課から説明をお願いします。 

政策課 それでは、概要資料に基づき、説明申し上げます。 

まず、１点目の諮問理由でございますが、令和２年４月２０日に閣議決定された
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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づき、特別定額給付金給付事業を

実施するに当たり、住民基本台帳から特別定額給付金給付事業の給付対象者を抽出

すること並びに適正な給付を行う目的で、虐待により入所等の措置が採られている

高齢者及び児童福祉施設に入所している児童等を把握し、必要に応じて情報提供す

ることが、小平市個人情報保護条例第４条第３項第８号（本人以外からの収集）及

び第１０条第２項第６号（目的外利用等）に該当することから、審議会に諮問する

ものでございます。 

２点目の、事業の概要でございますが、(1）の目的につきましては、「新型コロ

ナウイルス感染症緊急経済対策」として、感染拡大防止に留意しつつ簡素な仕組み

で迅速かつ的確に家計への支援を行うことでございます。こちらは全国共通のもの

となっております。 

(2)の受給権者及び給付額につきましては、住民基本台帳に記録されている者の

属する世帯の世帯主になります。基準日は令和２年４月２７日になります。令和２

年４月 1日時点では対象世帯数はおおむね９３，０００世帯ほど、対象人数は１９

５，０００人ほどが予定されております。給付額としては、給付対象者１人につき

１０万円でございます。 

(3)の基本的な事業の流れにつきましては、①としまして、基準日に住民基本台

帳に記録されている世帯員及びその世帯主を抽出し、データを委託事業者へ渡しま

す。なお、マイナンバーカード所有者につきましては、政府が運営するマイナポー

タルサイトにて申請することができます。この場合は、申請されたデータを市が委

託事業者へ渡し、委託事業者が住民基本台帳の情報と申請データとの確認を行う予

定でございます。②としまして、委託事業者が、給付対象者を掲載した特別定額給

付金申請書を受給権者である世帯主へ郵送します。③としまして、受給権者は、必

要事項を申請書に記入の上、同封の返信用封筒にて申請書を郵送します。④としま

して、委託事業者が申請書及びマイナポータルの申請データを基に振込データを作

成し、それを基に市が指定口座に振込みを行います。以上が基本的な事業の流れに

なります。 

（4）の支給関係事務の特例の取扱いにつきましては、国が定める支給事務の特

例を記載しております。①としまして、虐待により措置入所している高齢者、また

児童福祉施設に入所している児童等に係る情報を把握し、これに基づき適正な支給

を行うものとなっております。②としまして、住民票が施設所在地に移っていない

場合も施設が所在する自治体で支給を行うこととなっております。また、②の内容

については、国が定めた基準に従って区市町村同士で情報をやり取りすることにな

っておりまして、必要に応じて措置を行った区市町村、住民票が所在する区市町村、

また、施設が所在する区市町村が相互に入所や支給決定の状況等の情報提供を行う

ことになっております。 
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（5）のセキュリティ対策につきましては、①としまして、委託事業者と「個人情 

報の保護及び情報セキュリティの保護に関する特記仕様書」（以下「特記仕様書」

という。）の確認を行い遵守するよう指示をいたします。②としまして、個人情報

に関わる書類は、市が指定する場所以外への移動、持ち出しを一切禁止いたしま

す。③としまして、個人情報の受け渡しに当たっては、受託業者であることを証

するものの提示を求めます。④としまして、受託業者の作業人員や作業場所につ

いて把握し、進捗状況の報告を受ける、作業場所へ現地確認を行うなど、受託者

が適正に業務を実施するよう支援を行ってまいります。 

 参考といたしまして、通常事業の基本的な流れを図示したものと、事業スケジ

ュールを掲載しております。説明は以上でございます。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

会長 説明は終わりました。この件について、担当課に対して御質問はありますか。 

委員 １点目は、支給関係事務の特例の取扱いの対象は、措置入所高齢者及び施設

入所児童以外に該当する人がいるのですか。またこれらの方は、本人が申請書に記

入できない場合、施設の関係者が代理で申請できるような制度になっているのです

か。 

  ２点目は、今後同様の給付金事業があった場合、再度審議会に諮問する必要が

あるのでしょうか。 

政策課 特例の対象者については、児童福祉施設、障害者支援施設、生活保護施設

等がございます。また、施設の関係者が代理で申請できるかについては、申請者本

人との関係性が分かる書類等を添付すれば可能となっています。 

事務局 今後同様の給付金があった場合ですが、今回のものと全く同じ要領で行わ

れる場合は、審議会の諮問が不要となる可能性があります。仮に事業の目的や対象

が変わった場合は、諮問が必要になると考えます。 

委員 １点目は、委託事業者はどのような方法で選ばれるのですか。また、委託業

者の再委託等の問題に対し、市はどのように監督をしていくのですか。 

  ２点目は、給付対象は４月２７日が基準日となっていますが、基準日以降に対

象者に移動等があった場合、どのように把握するのでしょうか。 

政策課 委託については、競争入札選定委員会等の手続を経て特命随意契約として

契約を締結することとなっており、過去に類似の契約を行った実績のある業者を選

定することとしています。また、再委託については、仕様により原則禁止となって

おり、仮に再委託を行う場合でも市の事前承認が必要となっていますので、市とし

て管理ができるものと考えます。 

基準日以降の対象者の把握については、施設入所等の情報を随時追跡し、可能な

限り対応します。 

委員 家庭内暴力の被害者が加害者から逃げていて、同居はしていないが住民票を
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移していないケースは、どのように対象者を把握するのですか。 

政策課 そのような対象者については、被害者本人による申出期間を設けており、

申出があった場合は、住民票を移していなくても、居住地の市区町村で受給できる

制度になっています。また、これらは市のホームページ等で既に周知を行っていま

す。 

委員 委託事業者に対し、個人情報を扱う担当者の限定、情報端末のセキュリティ

対策、個人情報の保管管理等、情報セキュリティ体制はどのようになっているので

すか。 

政策課 個人情報を扱う担当者については、作業スペースの入退室に制限を設ける

こととなっており、担当者の名簿も提出することとなっています。また、その他の

情報セキュリティ体制についても、仕様書に明記する等の対応により適切に行うも

のとしています。 

委員 委託事業者は複数社あるのでしょうか。 

政策課 １社になります。 

委員 特記仕様書（６）に「受注者は、個人情報等の全部又は一部を発注者の許可

なく複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。」とありますが、

このような仕様を委託事業者が遵守しているかどうかの確認をどのように行うので

しょうか。 

政策課 委託事業者の作業場所に市の職員が抜き打ちで立入調査を行う、又は報告

を求めるなどの必要があると考えています。 

委員 市庁舎ではなく、委託事業者の事務所で申請書の受付等を行うということな

ので、いつもより一層の注意を払ってもらうようお願いします。 

会長 全市民を対象とした規模の大きい事業なので、情報セキュリティ対策をしっ 

かりと行い、データ漏洩等の問題が起こらないように努めてもらうようお願いしま

す。 

委員 委託事業者の選定は各自治体で行うのでしょうか。国から方針が示されてい

るのでしょうか。また、家庭内暴力の被害者が加害者と同居していた場合は被害者

個人に給付されないのでしょうか。 

政策課 委託事業者を選定するか自治体が直営で行うのかについては、各自治体の

判断によります。また、家庭内暴力のケースについては、被害者が施設等に避難し

ておらず、加害者と同居している場合は、基本的にその世帯の世帯主に給付される

ものとなっています。 

会長 それでは、この諮問を承認してよいかどうかについていかがでしょうか。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 
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委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

会長 それでは、「特別定額給付金給付事業における個人情報の本人以外からの収集

及び目的外利用等について」は、承認することといたします。 

担当課の方は、ありがとうございました。 

 

(2) 子育て世帯への臨時特別給付金事業における個人情報の本人以外からの収集及び目

的外利用について（諮問） 

会長 次に、議事の２番目「子育て世帯への臨時特別給付金事業における個人情報

の本人以外からの収集及び目的外利用について」の諮問です。それでは、諮問内容

について、担当課から説明をお願いします。 

子育て支援課 それでは、「子育て世帯への臨時特例給付金」の支給事業について説

明いたします。配布の資料をご覧ください。 

はじめに、諮問理由でございます。 

令和２年４月、国の補正予算が成立し、子育て世帯への臨時特別給付金事業の実

施が決定いたしました。これは、市町村が児童手当の受給者に、対象児童１人当た

り１万円の給付金を支給するものでございます。この給付金は、迅速な支給を行う

ため、既存の児童手当の受給者情報を利用し、申請手続をせずに児童手当の振込口

座に支給することとなっています。このことが、小平市個人情報保護条例第４条第

３項第８号の「本人以外からの収集」、また、第１０条第２項第６号の「目的外利

用」に該当することから、諮問させていただくものでございます。 

次に、事業の概要でございます。 

まず、(1) 目的でございますが、政府の、「新型コロナウイルス感染症緊急経済

対策」に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活

を支援する取組の一つとして、児童手当を受給する方へ臨時特別給付金を支給する

ことを目的とするものでございます。 

次に、(2) 支給対象者でございますが、この給付金の支給の相手方は児童手当 

と同じく児童の保護者となっております。資料のとおり、以下の①か②のどちらか

に該当する方が支給対象者となります。 

まず、①につきましては、令和２年４月分の児童手当の支給を受けている方でご

ざいます。基準日は令和２年３月３１日となりますので、４月１日以降、小平市に

転入された方は、令和２年３月３１日時点の居住市町村から支給されることになり

ます。また、令和２年４月分が特例給付といって、所得が限度額を超えているため、

特例給付として、児童手当を減額されている方は支給対象者とならないことになっ

ております。 
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次に、②につきましては、監護する児童が１５歳に達する日以後の最初の３月３

１日を経過したことにより、令和２年４月分の児童手当の支給を受けることができ

ない者であっても、令和２年３月分の児童手当の支給を受けることをもって給付金

の支給対象者なるものでございます。すなわち、児童手当の対象は０歳から中学生

でございますが、年度末の３月に休校となった小中学校が多かったため、この給付

金については、今年の４月に新高校１年生となった児童を養育している家庭を含む

ことにしたものでございます。②の場合、基準日は令和２年２月２９日となります

ので、令和２年２月２９日時点の居住市町村から支給されます。 

児童養護施設等へ入所中の児童には、児童手当と同様に、児童養護施設等の設置

者等に支給することとなっております。 

(3) の対象児童でございますが、まず、令和２年４月分の児童手当の対象となっ

ている児童として、平成１７年４月２日～令和２年３月３１日生まれの児童、すな

わち０歳から満１５歳までの児童が対象となります。なお、令和２年４月１日生ま

れの児童は対象とはならないものでございます。 

次に、令和２年３月分の児童手当の対象となっている児童で１５歳に達する日以

後の最初の３月３１日を経過したことにより、４月分の児童手当の対象となってい

ない児童として、平成１６年４月２日～平成１７年４月１日生の児童、すなわち満

年齢１６歳までの児童については、今年の４月分以降の児童手当の対象児童とはな

らないものでございますが、この給付金については対象児童となるものでございま

す。 

(4) 支給額でございますが、対象児童一人当たり１０,０００円でございます。

支給対象者の金融機関の口座に振り込むことを原則としております。 

(5) 申請方法でございますが、一般支給対象者として、市が児童手当を支給して

いる方につきましては、児童手当の支給のためにお子さんの人数や年齢、住所や口

座番号など、必要な情報はすべて市で把握しておりますので、給付金のため、改め

て申請していただくことは不要となっております。支給を希望しない方については、

市のホームページから、給付金の辞退届をダウンロード・印刷していただき、記入

して市へ提出し、支給を希望しない意思表示をしていただくこととなっております。 

なお、公務員につきましては、手続が異なっております。 

(6) 対象児童数につきましては、直近の児童手当の支給月である２月時点での支

給対象児童数を基に、その後の転出入や出生などの増減を反映した人数に、安全率

１．１を掛けた数字でございます。 

 (7) 事業スケジュールでございますが、まず、５月２０日、市報の臨時号を発行

し、制度の周知を行います。 

   次に、５月下旬に、一般支給対象者の自宅宛てに、この給付金の制度や、給付を

希望しない方は辞退ができることなどを書いた「給付金のお知らせ」を郵送いたし
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ます。この郵送の宛名・住所につきまして、児童手当の個人情報を利用いたします。

具体的には、現在の児童手当のシステムを改修し、給付金の支給対象者を抽出する

ことができるように機能を追加します。そして、抽出したデータを基に、この給付

金に関するデータベースを作成し、データベースに基づきお知らせ文や口座振り込

みデータを作成いたします。また、給付金のお知らせ文の左上に支給対象者の住

所・氏名を差し込み印刷するような機能を追加いたします。 

  次に、５月下旬から６月上旬の２週間が辞退届の受付期間となっております。国

の通知に従い２週間の期間を確保しております。 

最後に、６月下旬に辞退届を提出されなかった方に対して、この給付金を支給い

たします。給付金は、児童手当の登録口座へ振り込みますので、このときも児童手

当の口座情報を利用いたします。 

(8) セキュリティ対策でございますが、給付金のお知らせ文の宛名印刷は庁内で

行います。また、お知らせを郵送するための封入・封緘作業などの発送業務につき

ましても、職員で行います。そのほか、給付金の辞退届の受理や公務員からの申請

受付・入力等につきましても、委託をせず、職員で実施いたします。 

最後に、公務員支給対象者について、諮問の対象外ではございますが、参考とし

て掲載させていただいております。児童手当について、公務員については職場から

支給されることになっているため、市では支給対象者・対象児童について把握して

おりませんので、公務員だけは、令和２年３月３１日時点で居住していた市町村に

対し申請をしていただくことが必要となっております。また、この給付金の申請書

の配布はその公務員が所属する官公庁が行います。申請に当たって必要となる「そ

の公務員が児童手当を受給していることの証明」についてもその所属する官公庁が

行うことになっております。 

 説明は以上のとおりでございます。 

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 

委員 情報セキュリティ対策について、事務は全て庁舎内で行うとのことですが、

情報データを職員個人の端末からメール添付して送付したり、内容を印刷して持ち

出したりといった情報漏洩の可能性に対する対策を教えてください。 

子育て支援課 児童手当の情報が入っている端末は、外部にメールができない仕様

になっています。また、情報の印刷については、給付金のお知らせの文に宛名を印

刷することになりますが、その印刷は情報政策課にある専用端末を使用して行うこ

とになっていますので、担当以外の職員が触れることはありません。 

委員 外部にメールができない仕様になっているとのことですが、庁内の他の端末

に送付することは可能でしょうか。 

子育て支援課 庁内であっても、他の端末には送付できない仕様になっています。 

委員 対象児童数は、約２２,３００人とありますが、対象世帯数はどの程度でしょ
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うか。 

子育て支援課 世帯数は、約１４，０００世帯です。 

委員 給付金の業務に従事する職員の体制を教えてください。 

子育て支援課 主な担当は、係長１名、主事１名で、情報端末の操作はこの２名の

みが行います。給付金のお知らせの封筒への封入作業については、この２名のほか、

非常勤職員が６名、他部署からの応援職員が２名、計１０名で行います。 

委員 児童手当の対象にはならないが、給付金の対象に含まれる新高校１年生の児

童を養育している家庭には、お知らせが届くのでしょうか。また、そのお知らせが

入った封筒は、給付金のものだと分かる表示があるのでしょうか。 

子育て支援課 新高校１年生については、令和２年３月分の受給者データに基づい

てお知らせを送付します。使用する封筒については、小平市で一般的に使用してい

るもので、特に給付金に関する表示をするものではありません。 

会長 公務員は支給対象外なのでしょうか。また、非正規職員も同様の扱いでしょ

うか。 

子育て支援課 公務員は支給対象外ではなく、令和２年３月３１日時点で住民票の

ある市町村に対して申請することにより支給するものとなっています。また、この

対象に非正規職員は含まれていません。 

会長 給付事務を外部委託することはないのでしょうか。 

子育て支援課 給付事務は全て市職員で行い、外部委託はしません。 

委員 児童手当と、要保護・準要保護の援助の違いは何でしょうか。 

子育て支援課 要保護・準要保護については、就学援助制度になっており、生活保

護基準の１．１倍の年収以下の家庭が、給食費や修学旅行費といった教育に係る費

用の補助を受けることでありまして、教育委員会が担当しています。これに対し児

童手当は、幅広い年収の範囲において子供がいる家庭に一律に生活支援として手当

を支給するものです。 

委員 公務員の児童手当が職場から支給されているのはなぜでしょうか。 

子育て支援課 児童手当の支給が開始された当初からの制度であり、公務員は子供

が生まれた場合、職場に申請することで児童手当を受給しているものでございます。 

委員 具体的な情報セキュリティ対策について説明してください。 

子育て支援課 まず、給付事務については、市職員が行い、外部委託することはあ

りません。また、作業場所については、休館中の公共施設を使用し、施錠のできる

部屋の中で行うため、職員の出入りを適切に管理できるものになっています。 

委員 非常勤職員も従事するということなので、情報管理により一層の注意を払っ

ていただくようお願いします。 

会長 情報セキュリティ対策は、最も重要な部分ですので、資料上も詳細な対策事

項を明記してもらうようにお願いします。 
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会長 それでは、この諮問を承認してよいかどうかについていかがでしょうか。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

会長 それでは、「子育て世帯への臨時特別給付金事業における個人情報の本人以外

からの収集及び目的外利用について」は、承認することといたします。 

担当課の方は、ありがとうございました。 

 

(3) その他 

会長 本日の議事は全て終了しました。その他として事務局から何かありますか。 

事務局 本日、５月２０日号市報に掲載する「小平市情報公開制度実施状況」及び

「小平市個人情報保護制度運用状況」の内容を配布しております。本来であれば、状

況の詳細を掲載前の審議会で説明するところですが、新型コロナウイルス感染症対策

の関係から、次回の審議会で説明させていただくこととしております。 

会長 以上で本日の会議を終了します。お疲れ様でした。 

 


